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輝かしい新春をお迎えになられたことと思

皆様におかれましては、新たな希望を胸に

新年明けましておめでとうございます。

が重要です。常に時代のニーズを的確に捉

未来を目指して日々活動を行っていくこと

が、このような時こそ造園建設業の明るい

くの自然素材を巧みに組み合わせた景観を

っています。また本格的な少子・高齢化社

ネルギー問題が顕在化、大きな関心事とな

の関心に加えて、東日本大震災を契機にエ

地球温暖化対策など地球規模の環境問題へ

このような中、当協会は昨年 月１日に

建設業が大きく広げていくと信じています。

球環境にまで関わる活動領域と規模を造園

り生物多様性対策や地球温暖化対策など地

きました。
身近な環境から生物多様性対策、 創造することこそが、身近な環境はもとよ

社会全体の環境保全意識が急速に高まって

我々は様々な機会を捉え、植物をはじめ多

え、社会の変化に即応できる態勢を整え、

造園建設業の明るい未来のために

年頭に当たって
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います。
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環境の世紀に入ってから 余年が経ち、
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本を如何に持続化し、国際社会の発展に寄

ました。これまで築き上げてきた豊かな日

る議論が、各方面で交わされるようになり

会を迎え、この日本の将来のあり方をめぐ

業の発展と会員企業への支援を重視した日

題に対応するための体制を整え、造園建設

入対策をはじめ造園建設業を取りまく諸課

出しました。重要課題である社会保険未加

一般社団法人へ移行し、新たな一歩を踏み

造協活動への取り組みを本格化させてきま

程で、自然と共生し、美しい景観の日本を

代において、生き物を扱う唯一の建設業で

環境保全意識が社会全体に広がるこの時

した。

将来の子供達に引継いでいくために、如何

ある造園建設業として、
「造園力」を発揮

る明るい未来の魅力ある環境づくりのため

に失われた緑を再生し、新たな緑を創出し

私たち造園建設業界は、低迷が続く経済

に、この一年、皆様とともに日造協活動に

できる活動領域を拡げるとともに造園業界

状況や公共投資の著しい減少に伴い、非常

取り組んでいきたいと考えています。本年

ていくのか、についても十分な議論がなさ

に厳しい経営環境下におかれています。国

も皆様のご指導、ご協力、ご支援を宜しく

で働く人がやりがいを感じ、誇りを持て

政においては新たな政治体制がスタートし

お願い申し上げます。

一日も早い景気回復を願って止みません

ました。早急に緊急経済対策が実施され、

れることを期待しております。

日本の将来像を描き出す様々な議論の過

ように思います。

与していくか、が大きな課題となっている
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広報日造協の新年号は、
を 担 う 中 堅・ 若 手 造 園 人

に向けて」と題して、次代
だきました。今回は、次代

造協への期待を語っていた
造園デザインコンクール

ご活躍され、日造協の全国
き、
現在のお仕事を通じて、 り の 方 々 に 助 け て い た だ

名の方々にお集まりいただ

いで自分たちで頑張ってい

いておりますが、
「託さな

井上 山梅造園土木で営業

管理業務に携わっています。

が、こちらでも同様に緑地

社だったものですから、周

昨年日造協 周年に当たり

こう！」
、
「造園界の将来を

をさせていただいている井

き、家族の協力もあって、

自分たちで切り拓いていこ

上と申します。今日は、北

感じていること、今後の展
今まで仕事を続けることが

う！」等々、そんな前向き

は秋田、南は福岡から来ら

審査委員も務める村岡政
望などをお伺いしました。
できました。

な気持ちで皆さんからお話

れていますが、群馬はその

なお、座談会は藤巻司郎

最近は、造園設計に携わ

をいただければと思いま

を担う造園人の第３弾とし

座談会開催に当たって
会長、高梨雅明常任顧問が

る女性も増え、造園施工で

に想いを語っていただき、

関係団体からご寄稿をいた
だくなど、これまでさまざ
まな特集を行ってきまし
た。こうした中、新たな年
同席し、平成 年 月 日
に日造協本部会議室で開催

園の仕事を続け、女性だか

ようになりました。長く造

をしているか、業界に入っ

んから、現在どんなお仕事

自己紹介を兼ねて原田さ

子（一社）ランドスケープ
コンサルタンツ協会関東支
したものです。

らできることも数多くある

たきっかけなどをお話しい

て、女性からご意見をいた
だこうと、
「造園界に託す
部長に進行をお願いし、５

会社にいられたのは、居心

のではないかと思っていま

２０１１年に「次代の造園
の夢を語る」と題して、若
夢」と題し、造園界で長く

っていいほど、女性はいな

地が良かったからです。す

に向けた座談会も数多く

手経営者の取り組みと日

コンサルタンツ協会で関東
かったのではないかと思い

へは車でちょっと、東京へ

い所で、栃木、茨城、埼玉

部分に当たる交通の便の良

は鶴の形をしたくちばしの

真ん中。会社のある太田市

す。

開 催 し、近 年 は ２ ０ ０ ９

村岡 今日は大役を仰せつ
支部長をしており、㈱ライ

も ㎞、車で２時間と、関

東近県で仕事をさせていた

だいています。

私は人生の半分を今の会

社に埋めています。そもそ

も商業出身で、この業界に

入ったのも特別植物や木が

好きということでもありま

せんでした。
「近くにいい

会社があるよ」という噂を

聞きつけ入社し、当初は経

公園である白野江植物公園

ができ、北九州唯一の花木

定管理の仕事に携わること

サクラ並木が学校の建て替

に続く坂道にあった大きな

かけは、通っていた小学校

この仕事を目指したきっ

育番組などを制作する映像

ことも面白そうだと思い教

帰国後は、自然を伝える

て貰いました。

ランティアとして活動させ

理している団体で１年半ボ

高橋 私は桑園さんのよう

ます。

管理をさせていただいてい

は現場代理人として、現場

在の会社に入りました。今

場で剪定作業等を行い、現

に転職しました。３年間現

が、今につながっているの

と学びたいと思った結果

…。そういうことをきちん

なったり、食料になったり

たり、動物や昆虫の住処に

化炭素を吸って酸素を出し

ってすごいな！」と。二酸

うのではなく、単純に「木

森が好き、自然が好きとい

つの理由です。山が好き、

報宣伝、営業、採用、人事

ていただいたり、会社の広

うに指定管理の仕事をさせ

現在は、皆さんと同じよ

いう会社かを理解しました。

通りやって、はじめてどう

している農場」も担当、一

９個分：

当し、弊社の「東京ドーム

その後、総務、工事を担

理をやっていました。

での現場管理をはじめ、イ

えに伴う道路工事の際に伐

会社に３年間勤務しまし

なドラマティックな経歴は

だと思います。

たり、
『何でも屋』です。

を目指していたことがひと

も女性の姿を多く見かける

年に「造園建設業の活性化

かっておりますが、気兼ね

ただければと思います。
夢」というテーマをいただ

す。今日は「造園界に託す

できましたが、家族的な会

ぐに結婚し、子どもも２人

そんな中で、ずっと同じ

ます。

私は、大学を卒業してか

わ

け

フ計画事務所に勤務してい

それでは、最初に私の自
らずっと、現在の会社に勤

なく、いろいろなお話を伺

新春座談会

己紹介から簡単にさせてい

が、私が入社した当時、会

造園を選んだ理由

企画、計画、設計、緑のま

心があったので、カナダに

社に造園設計の女性技術者

ました桑園と申します。

あるバーンズ・ボグ・コン

ちづくりなどを業務として

たいという気持ちからで

現在、事業部管理課で、

サベーション・ソサエティ

た。卒 業 後 は 自 然 保 護 ボ

す。出身は茨城ですが、弊

す。大学では農学を専攻、

マンションや個人庭、公共

桑園 東京の渋谷区恵比寿

社が管理する福岡の指定管

その後、兵庫県立淡路景観

らしさを感じたので、そう

理の現場で仕事をしたいと

ベント企画、広報、ボラン

採 さ れ、子 ど も な が ら に

た。しかし、そこで必要な

なく平凡ですが、青森で生

以前は、天王事業所で、

いろいろなことを知らない

てきました。

福岡に来られることがあ

物が好きだったので、その

自然に囲まれて育ち植

ます。

りましたら、ぜひ白野江植

後大学の農学部に進みまし

ました。

理人をさせていただいてい

ティアの設立から統括な

「何で切らなきゃいけない

ことは、いかに映像を通し

まれ育ち、大学で秋田に来

公共や民間の緑地管理を主

入社してから４年半、指
この業界に入ったきっか

ど、いろいろなことを行っ

んだろう？」と理不尽に感

て分かりやすく視聴者に伝

て、秋田のむつみ造園に現

藤巻 司郎（一社）日本造園建設業協会会長
高梨 雅明（一社）日本造園建設業協会常任顧問
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んでいきました。

けは、茨城の山と海の中で

そして、今年の夏に転勤

じたことが始まりにありま

えることであり、植物の知

と何でも屋はできず、毎日

オブザーバー

その中で、私は植物のプ

の樹木生産を

育ち、その中で自然の素晴

で設計営業部の配属となり

す。

に担当しており、出産・育

物公園へお越しください。

ませんでした。

在勤務しています。

Burns Bog Conservation 物について伝えたいと強く
）という湿地を管 思うようになり、造園会社
Society
の街路樹剪定などの現場代 （

原田 九州の内山緑地建設

めさせていただいています

ロとして直接多くの人に植

新春座談会のようす（日造協会議室）
識は基本的に必要ではあり

麻美 氏

原田

工務部（大阪）
㈱京阪神グリーン

木山

設計営業部（福岡）
内山緑地建設㈱

村岡

沙季 氏

園芸学校で学びました。

はいませんでした。造園施

山梅造園土木㈱

思い入社し、一気に南に飛

いる会社が集まっている一

村岡

会社を選んだのも、樹木医

大学を選んだのも、造園

県北営業所に移りました

児休暇を機に、北秋田市の

最近、結婚をして、仕事

楽しく仕事をしています。

や社長の秘書的なことをし

43
ha

ただきます。現在、造園の

ます。

29

えればと思っています。

10

ランティアと海外に強い関

進行：

政子 氏

にある東光園緑化から参り

事業部管理課（東京）

した自然に関わる仕事をし

営業部課長（群馬）

から来ました原田と申しま

桑園亜希子 氏

東光園緑化㈱

優美 氏

井上

啓子 氏

高橋

緑地管理担当（秋田）
むつみ造園土木㈱

政子 氏

工となると、まったくとい

（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会
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また、弊社は高知県に農

たのが「秋田グリーンサム

おうというものです。

情報交換などを行い高めあ

す。資格では、今年は 級

倶楽部」で、十数年程にな

父が社長をしている会社に
場があり、樹木販売もおこ

を続けるかどうか迷いまし
造園施工管理技士を受験

す。

社会的に女性の働く環境

を改善しようと、いろいろ

入れてもらったというのが

弊社の会長は常々「日本

たが、経営者と相談し、
「是

ります。先日は「グリーン

なっております。私はネッ

な制度ができたお陰だと思

し、学科試験に合格しまし

に眠っているのは女性の力

いますが、建設業では難し

正直なところです。仕事を

サムの杜」の起工式を行い

だ。その力を引き出せば、

いことも多いと思います。

非続けて！」とのお話をい

ました。

日本はまだまだ元気にな

そうした中で、女性の力を

トショップ運営の管理をさ

この杜は、みどりを通じ

る。いろいろな可能性も生

活かそうとしてくれている

た。 月の実地試験に向け

ていろいろな人が集まった

まれるだろう」と話し、地

ことは有難く、これからも

し始めたころは、わからな

り、みどりの良さをそこで

域や産業を活性化させてい

ただいたので、会社から１

まだまだ、業界に入った

わかっていただける空間に

きたいと力を入れています。 っと建設業でも、女性が働

村岡 いま皆様の経歴やお

ー計算機」のような大きな

は電卓などなく、
「タイガ

算盤１級が役立ち、その頃

ければ分からない事が多い

専門の奥深さがあり学ばな

のですが、やはり専門には

桑園 造園は身近にあるも

わりました。

らうことが一番大事だと教

大事なものかを分かっても

に知って貰い、その場所が

保護をするには いかに人

人と話すことはとても大事

ますが、
伝える手段として、 が、企業が利益を追求し、

は、いろいろな仕事があり

原田 指定管理業務の中に

いますが、いかがですか。

しさなどにも直面すると思

ていると、伝えることの難

村岡 指定管理者などをし

した。

ことができるようになりま

えないといけないと考える

継続していくことが重要で

のようになってしまいます

事に関連して、会社の紹介

高橋 私の携わっている仕

の大切さを実感します。

物をみる楽しさを分かって

て、感動して貰えたり、植

す。その時に、直接説明し

ーシャルデザイン・ビジネ

や働いている方々によるソ

この活動は、女性経営者

という活動があります。

回の座談会にも関連する

こうした活動の中に、今

進しました。

共に創り上げてゆこうと発

なると壁が高く、図々しく

ながら結婚、そして出産と

はないでしょうか。しかし

れ態勢があるという結果で

女性に理解があり、受け入

けよう、応援していこう」 わち会社も周囲の男性方も

しく思います。伝えること 「仕事をする女性を元気づ

貰えたりすると、とても嬉

ＢＳ」という活動で、弊社 （笑）産休、育休をとって

スウーマン・スタジオ「Ｓ

復帰したのは私が初めてで

まったことではなく、すな

と思います。それは今に始

が多く活躍している会社だ

高橋 建設業の中では女性

の対応はいかがですか。

せてもらっている側の立場

すが…私はまだまだ勉強さ

高橋 力になれればいいで

ゃるのではないでしょうか。

くことを期待していらっし

中心的な役割を果たしてい

高橋さんがネットワークの

く、ＳＢＳの活動などで、

村岡 女性をつないでい

います。

とをしていきたいと思って

自分もそのためにできるこ

て欲しいと思います。
また、

きやすい環境になっていっ

て勉強中です。

仕事についてお話を伺いま

機械式のものしかありませ

と思います。木を切る作業

その方法として、大事さ

ある一方で、社会的な活動

の施設を開放し、お互いの

せていただいています。

また、チェーンソーや刈
ばかりで、こうした場にい

園なので、基本的には植物

し、新しい暮らしやグッズ

村岡 社内の女性に対して

したが、改めて「女性って

んでしたから、
「足し算だ

一つとっても、誰にでも出

なことだと思っています。

をしようと弊社が立ち上げ

いことばかりで、楽しいな

払機の安全衛生教育も受講
るのも恐縮ですが、いろい

主的に大切に思って貰うこ

が好きな人が訪れますが、

のデザインを地域の方々と

柔軟だな」と思いました。

けなら算盤が便利」と、住

を上から説明してもダメ

担当していた公園は植物公

分のところに家を建て（近

しました。最初は怖くてお
ろと勉強させていただけれ

とが必要でした。その経験

中にはそうでない人もいま

やりたいと思ったことに向

都公団（現・都市再生機構） 来そうに見えて切る枝の選

で、イベント等を通して自

どとは到底思えない状況

現在は事務の仕事を中心
っかなびっくりでしたが、
ばと思っています。よろし

からすべては相手主体で考

かって、自分の拠点や仕事

別等、実際に知っているか

い！笑）
、そこから通って

木山 大阪の京阪神グリー
にしておりますが、たまに
分解・掃除・組立・操縦を
くお願いします。

を変えたり、１つの会社の
などに、算盤を持って行っ

知らないかで大きく変わっ

で、一杯一杯でした。

ンの木山と申します。私は
公共工事の現場代理人など
ひと通り習得しました。

中でも、いろいろな仕事を

て、積算のお手伝いをして

てくると思います。

私は、造園設計の会社に

るのではないかと思ってい

の力が発揮できる部分があ

で、そういうところに女性

くということが大事なの

入れ、多方面に発信してい

で、いろいろなものを受け

造園の仕事は多種多様

分野、他の業界からも入っ

経験が活かせるので、他の

また、造園はいろいろな

ではないかと思っています。

の頃に柔軟性が培われたの

びました。
今から思うと、
そ

がら造園の計画・設計を学

その後も事務の仕事をしな

と思ったりもしましたが、

るのに、算盤ばかりなんだ

何で造園の学校を出てい

像会社勤務時代に教わった

える方法や表現方法は、映

多くあり、分かりやすく伝

て人に物事を伝える場面が

現在も報告書などを通し

す。

験が役立っていると思いま

いうことは、これまでの経

桑園 ものごとの伝え方と

などはありますか。

会社での経験を活かせる場

村岡 ボランティアや映像

女性を取り巻く環境

したりと、柔軟性があるか
いました。

入りましたが、最初は、造

てきやすいように思います

ことを大切にしています。

のでしょうね。

園らしい仕事をまったくさ

が、その辺は桑園さんいか

ます。

せて貰えませんでした。た

ボランティアでは、自然

がですか。

思いも出てきました。

見本にならなくてはという

ました。ですから、自分が

話ができたらいいなと思い

ち女性なのかな、そういう

のは、他の誰でもない私た

が働きやすい環境をつくる

をいただいたときに、女性

私が今日の座談会のお話

どもはまだいません。

は、私も会社第一号で、子

婚して会社に残っているの

強く打ち出しています。結

れからは女性の時代だ」と

井上 弊社の経営者も「こ

です。

ら、そういうことができる

います。

特にやりたいことも見つか
もさせていただいていま

1

らないまま、大学卒業後、

啓子 氏

高橋
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またま小学生の時に取った

「エノキ樹勢診断研修会」樹木診断技術の向上、樹木医との交流を目
的に樹木医会秋田県支部が主催した勉強会で大仙市天然記念物のエノ
キを診断している様子㊤ SBS 主催によるイベント「グリーンサムガ
ーデン」でのひとこま㊦
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皆さんのようにせっかく

村岡 関西に女性の造園関

しかし、会社としてもそ

九州や東北などではいか

できているのに、一人工と

また、現実的に仕事を続

いかないですから、計画の

中で帰ってしまうわけには

でも考えることはできます

けるにしても、育児期間は

きないのではないかと思い

から…。突然ですが、社長

しての仕事ができないこと

ます。

さんとして、藤巻会長いか

がですか。まだ地域差があ

と思います。
（笑）

けれど、あとは会社の判断

村岡 私も育児中、実施設

んなことを言っていられな

いと思います。女性を採用
村岡 私が子育てしていた

に任せるほかないと思って

がですか。

係者によるネットワークな

しても、その大半が辞めて
頃は考えられませんでした

計はできませんでした。途

造園や専門のことを学んで

集まりなどでは、女性の方

いくということになると、
います。

方にシフトしていました。

時に、仕事を続けられない
もちらほらいらっしゃいま

悪循環になってしまいます。 が、会社も男性も考え方が

事務職をさせていただくな

のは、本人にも会社にとっ
すが、今日のような話をし

随分変わったと思います。

になってしましまい、会社

ても不幸だと思います。結
たことはありません。
原田 家庭の状況が変化し
桑園さんはご結婚されてい

ったりするんでしょうか。

婚しても仕事ができ、周囲
村岡 東京では、指定管理
た後も、それ以前と同じ１
ますか。

いということもあるでしょ

の人たちとより良い社会を
者をされている会社で、特
００％を要求されると、自

桑園 結婚しています。子

どはありますか。

つくっていくのは私たち自
に女性が活躍しているよう
分１人ではやりきれないと

どもはまだいませんが、子

会社に入り、好きな人がで

身だと思っています。
に思いますが、原田さんの
いうことになるのではない

どもができたらどうしよう

計画なら、電車の中でも家

ただ、実際にそうはいっ
ところではいかがですか。
でしょうか。

ど、現場代理人の仕事はで

ても、出社前にご飯やお弁
原田 弊社では、指定管理
やはり周囲の人、会社の

現在、
現場代理人として、

的にどうなのかなぁ～と。

当を作り、帰宅後に夕飯の
の現場には極力女性を配置
理解や協力がないと続けら

日中は現場に出て、戻って

井上 結婚した相手による

支度をしたりと、朝夕は特
するようにしているので、
れない側面があると思いま

きてから書類づくりなどを

うから、簡単なことではな

に大変です。そして仕事も
おっしゃる通り、女性が前
すし、その辺りが変わらな

していると、帰るのは夜８

木山 ないです。同業者の

１００％となると、だんだ
面に出る場は増えていると

いと、状況は改善しないと

時、 時になってしまいま

きて、結婚したいと思った

ん自分に余裕がなくなって
思います。ただ、結婚して
思います。

事より、その人に行っちゃ

村岡 いい人がいたら、仕

なと思っています。

続けられるような環境があ

ないと思いますし、仕事を

辞めてしまうのはもったい

るように教育してきた人が

会社としても仕事ができ

境になってきて、通勤前に

どと言っても、驚かない環

東京だと男性でも仕事の場

などという言葉もできて、

しかし、
「子どもの食事

るから今日は帰ります」な （笑）
、でも、子どもにそれ

で、
「子どものお迎えがあ

があるので」と、書類をつ

と言えば、それで済みます

日は食事の用意がないから」

今は、夫だけなので「今

自分はできればやりたい

きます。ゆとりがないと部
退社するケースもゼロでは

ということは考えます。

下のことをきちんと見てあ

いますか。木山さんだった

ればいいと思います。

毎日お父さんが保育園に送

くらずに帰ってしまった

村岡 イクメン（育メン） す。

らどうしますか。

村岡 お互いもったいない

っていく姿も珍しくなくな

ら、以前の自分や他の人は

ありません。

木山 行っちゃいたいです

ですよね。子どもが小学校

っています。

げられなくなるので、その

ね（笑）
。今は目の前のこ

に行くようになったら戻っ

やりくりがちょっと大変か

とで精一杯なので、あまり

て仕事ができるような環境

管理業務
の増加で

って、
これからという時に、

結婚、退社となると会社と

しては厳しいですね。

者であれば、今日はお休み

くさん出ました。指定管理

や刈払機など、いろいろな

ったように、チェーンソー

しかし、これもお話にあ

手続きは大変で、そう考え

も可能になっていますが、

現在の建設業法で、変更

ありません。

場代理人の変更は簡単では

験を積み、必要な資格を取

学校を出て、４、５年経

いという思いもあります。

は、まだ難しいかもしれな

ると長期間にわたる工事

長く会社にいると、会社の

なこともあると思います。

ます。きっといろいろ大変

ものいる女性社員が２人い

は、女性が４、５人、子ど

あまり大きくない当社に

しますとか、育児しますと

資格や経験を必要とする現

藤巻 指定管理者の話もた

夏休みの子ども昆虫採集イベントで、夜のライトトラップを仕掛けて、集まる虫を昆虫博士と一緒に
観察。森の夜の姿を見ることが出来る貴重なイベントとなっている
（白野江植物公園、2012年８月）
か、代わることが比較的容

易にできると思います。

活躍の場広がる

はできません。

先のことを考えている余裕

があれば望ましいです。

10

はないです。

麻美 氏
原田
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も見えるでしょうから、出

いい面だけでなく、悪い面
ういう管理の仕事が多くな

の話も出てきましたが、そ
しかし、それでもできる

難しいと思っていました。

時の保育園は遅くても 時

村岡 私もそうでした。当

は歯がゆい気もします。

その後も仕事どころではな

もが不良になっちゃって、

す。ひょっとしたら、子ど

った公園管理運営士、自然

社から取るように要請があ

者を担当していたので、会

村岡 １級造園施工管理技

んなフーフー言っています。

感じます。受験する人はみ

と、会社の配慮があって仕
が 時半だったうちの会社

まででしたから、終業時間

というものを改めて考えて

女性が働き続けられる環境

また、日造協としても、

スタイルでしたが、育児中

うのが、出産前の私の仕事

て、夕方書類をつくるとい

あったように日中現場に出

います。さきほど、お話が

けていると、周りの人が、

でも、そうして仕事を続

らせていただきました。

っていた 年間、 時に帰

２人の子どもが保育園に通

の規定では迎えに行けず、

人前や５分の１くらいの力

く、仕 事 も ず っ と 続 け れ

ちになり、勉強しなければ

が長くなるのですから、半 「やらなきゃ」という気持

ば、 年間は半人前だとし

ならないので、それが自分

と思いますが、受験しよう

資格は取ることも大事だ

士等を取得しています。

士、そのほか、建設業経理

と土木の１級施工管理技

井上 私は、まだフーフー

上さんはいかがですか。

ているとのことで、難しい

当社くらいだと社員の顔
いかなければならないと思

は無理で、会社の配慮と同

しか出せなくても、続けら

のためになっていると思い

で、自然再生士の資格を取

が見えます。ただ、それだ
っています。

じ部署の方々の協力、そし 「村岡さん、もう帰らなく

れるのなら、その方がいい

ます。

せんが、子どもが２人いて

士の合格率は、 ％を切っ

仕事をさせていただける

の活躍の場は広がっていく
事を続けさせていただいて

保護にも興味があったの

ってくると、ますます女性

しょう（笑）
。ですから、
でしょう。

くなってしまうかもしれま

ていきたくなる時もあるで

女性が働き続けられるかど

けでは分からないので、周
村岡 有難うございまし

ちゃ」と教えてくれたり、

と思います。

資格になっていますが、井

りの人も何か感じたら、私
た。ところで、高橋さんの
て夫の理解があって、続け

打ち合わせに行っても、先

りました。

に話すように言っていま
お子さんはお幾つですか。
られていると思っていま

年です。人生はもっと長

す。
「誰さんが煮詰まって
何かお話の中で感じられた

方が「ほら、
時間だよ」と、

話を聞いていてグサッとき

高橋 ２歳になります。お

だき、民間や指定管理者な

いという形でやらせていた

そういう現場も今はお手伝

代理人に出ていましたが、

今まで自分の名前が現場

で、続けられる限り、続け

はこの仕事が好きだったの

かもしれません。でも、私

ら、半人前もいかなかった

そういう状態でしたか

は、とても大切なことだと

ごしやすい環境にすること

ら、その半分の人たちを過

女性も半分いる訳ですか

ん。でも、この世の中には

う時期もあるかもしれませ

気を遣っていただきました。 とに、引け目を感じてしま

とによって、植物のことも

植栽基盤について学ぶこ

いのではと思っています。

が取得するようになると良

士なども、もっと多くの方

り、日造協の植栽基盤診断

専門に勉強したこともあ

村岡 私は、学校で土壌を

若手女性２人も１発合格し

持っている人もおり、今回

す。弊社にも女性で１級を

ておけばよかったと思いま

る頃に造園技能士に挑戦し

ていますが、特に体力があ

しておけば良かったと思っ

ても、それ以外の時間の方

ました。やはり一人前では

どでは、直行直帰など、融

たいと、気張らずにやって

今、若い時にもっと勉強

そういう会社のあり方も大

住んでいたら状況が違うの

休暇をください」
と言って、 ありません。両親が近くに

切だと思います。

かもしれませんが、どうし

通をきかせて貰っていま

きました。

新しい工事がだんだん少

れ、資格がないと受注でき

路樹剪定士の資格が重視さ

思います。

扱いが実地試験でありまし

実際に土壌調査器具の取り

桑園 植栽基盤診断士は、

うになると思います。

自然のこともよくわかるよ

士、街路樹剪定士などの資

工管理技士、植栽基盤診断

じて、技能士だったり、施

く、会社が求めるものに応

り関係ないというのではな

女性だから技能士はあま

テキストも細かく具体的

それに、そういう資格を

格を取っていくのもいいと

また、公園の管理につい

に書かれているので、今も

た。改めて復習できてよか

持っています。

ても、公園管理運営士など

持っていると、産休、育休

なくなってくるのではない

ら早いうちにとった方がい

村岡 桑園さんは、樹木医

ことあるごとに利用させて

思います。若いとそれだけ
話ししましたが、平成 年

いのではないかと考えて、

の資格を求められる場面も

ったです。

村岡 ちょっと休憩を挟み

に学科に合格することがで

は取得済みで、街路樹剪定

の資格を取られたお話があ

高橋さんが育児中に樹木医

置いて行っていいものか悩

ちょうど子どもが１歳で、

くかどうかに悩みました。

いただきました。
その中で、 ２週間合宿になる研修に行

資格は家族の協力の賜物で

した。なのでこの樹木医の

族の力を結集し乗り切りま

研修に行っている間は家

と会社に申し訳が立たない

がダメでした。今回ダメだ

桑園 私は前回、実地試験

いと思っています。

取れるときに取っておきた

ょうか。こうした資格は、

士を受験されるそうですね。 増えてくるのではないでし

造園施工管理技士も頑張っ

村岡 木山さんには、１級

資格です。

いただいており、お勧めの

器」ですからね。私もこれ

自分の資格は「自分の武

し、必ず役に立ちます。

からも戻りやすいでしょう

ったので、少し資格関係の

で終わりではなく、こらか

っています。

ていただきたいと思いま

木山 年々、合格率が低く

村岡 資格を取ろうと思う

村岡 原田さんもいろんな

ね。

なっていて、すごく不安を

ので、そうならないように
みましたがこれから２人

そのほかの資格では、１

資格についてですが、こ

原田 樹木医と、指定管理

す。

話を聞かせていただければ

目、３人目となった時に、

級土木施工管理技士とグリ

れからの街路樹剪定は、街

らも挑戦していきたいと思

と思います。

ますます行きにくくなるの

ーンアドバイザーの資格を

す。
高橋 樹木医になりたく

ではないか？取れるものな

資格を取られていましたよ

て、この業界に入ったとお

したいと思っています。

吸収も早いです。

ましたが、その間はオフレ

行くことを決めました。

かという話を聞きました。

確かに、一人前でないこ

休みを取ったことがありま

ても８時から 時の勤務で

す。ただ、一人前でないと

男性でも、
「１週間育児

す。

ないと子どもの面倒がみら

資格は自分の武器

今思うと、たった 年で
10

ました。

なくなり、ストックの時代

いう気持ちもあり、その辺

思っています。

るみたい」など、言って貰
す。

と決め、
受験料を支払うと、 言わないで済む頃に、造園

えれば、
早く対応できます。 ことはありますか。

10

うかは、会社の考え方だと

20

18

れず、育児休暇後も復帰は

17

になった現在、街路樹剪定

10

10

17

きました。ただ、その後の

23

コで、楽しくお話をさせて

職場復帰 など
必ず役立つ

17

第４６６号

協
造
日
広報
平成２５年１月１０日
（５）

多種多様な造園の仕事に

支部長

埼玉県
千葉県
東京都

福島県
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潔
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木山
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徳島県
香川県
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愛媛県
福岡県
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宮崎県

鹿児島県 間世田武裕
沖縄県
森根 清昭

す。毎日、忙しく過ごす中

ことって大切だと思いま

いくことも必要ですね。

ん。そういう環境に持って

ろうとはなかなか思いませ

うか。産休や育休などで、

性以上なのではないでしょ

資格というものの存在は男

す。

動力にもなるように思いま

く、続けていこうと思う原

スキルが途絶えるのではな

で、そういうきっかけがな
また、女性にとっては、

いので、男性が取り仕切っ

木山 やはり男性の方が多

すか。

ますが、木山さんいかがで

お話をしていきたいと思い

をしていきたいとか、夢の

村岡 そろそろこんなこと

さんいろいろな現場経験を

験できませんでしたが、皆

すね。私は施工の現場を経

村岡 現場の経験はいいで

れるのかなと思います。

と若い人も関心を持ってく

ＰＲをしていったら、もっ

きっと、これまでと違った

思います。

きてもいいのではないかと

らも、まだまだ女性が出て

ちつもたれつそういう面か

半々の世の中ですから、も

ろ も た く さ ん あ り、男 女

く、男性の素晴らしいとこ

いと言っているのではな

もちろん、女性だけがい

かなと思っています。

ンバー１などになる？！の

なく、造園＝憧れる職業ナ

うすると、造園＝男性では

ないかと思っています。そ

などを持ってくれるのでは

からの若い人ももっと憧れ

ですから、造園のことを

わかりました。

も、実際に仕事をしてみて

持っている人が多いこと

に植物や庭が好きで関心を

してみると、私が思う以上

ることも多く、よくよく話

と、
「面白そう」と言われ

人に造園の仕事の話をする

一方で、この業界でない

います。

いってくれたらいいなと思

れないので、もっと増えて

の女性が少ないからかもし

界で自分の周りに、同年代

ような気もします。この業

女性が敬遠しがちな業種の

えず、
「やりたかったこと

面接のときの勢いは全然衰

今もバリバリに活躍中で、

しまいました。
その３名は、

ったので、３名も採用して

うしても女性にガッツがあ

名を考えていましたが、ど

採用した際、当初女性は１

す。３年前、５人を一気に

りした考えを持っていま

とがやりたい」と、はっき

ワフルです。
「こういうこ

正直男性より女性の方がパ

井上 面接をしていると、

ですか。

さん、最近の若い人はどう

が、採用もされている井上

若い人の話も出ました

事をしていくと、
「先輩み

イデアを出してバリバリ仕

うやりたいんです」と、ア

業着ですが、
「私たち、こ

まだ弊社は、男女同じ作

違ってくると思います。

ると、周囲の人の見る目も

ゃれな格好で仕事をしてい

の現場などで、もっとおし

りするので、メンテナンス

ダボダボになってしまった

かもしれませんが、女性は

性はかっこ良く着こなせる

作業着一つとっても、男

思っています。

ているか」
、ではないかと

のための会社づくりができ

仕事にできているか」
、
「そ

んでワクワクできるような

型の環境づくり、マキの利

には、落ち葉を使った循環

らと思っています。具体的

やその利用を考えていけた

取り入れた造園空間づくり

ですから、自然をもっと

関する仕事も増えています。

ていますし、最近は自然に

材料を使うことを基本とし

りますが、そもそも自然の

造園も人工的な空間ではあ

かというと好きです。
ただ、

関するものの方が、どちら

が作ったものよりも自然に

の方に気持ちがあって、人

林科学を勉強したので、森

ています（笑）
。大学で森

足で生きていけたらと思っ

高橋 究極の夢は、自給自

す。

を今日みたいに話し合って

知らない人たちに、もっと

がやれて楽しいです」と言

たいになりたい」と、これ

亜希子 氏
どで、そういうものにもっ

用や森林浴、自然観察会な

桑園

いと、勉強する時間をつく

ている業界という感じはし
されていて、その一つ一つ

日造協などでも取り組んで

造園 憧れる職種№１に
=

ます。それが良くないこと
を宝物だと思って大切にし

いただけたら嬉しく思いま

また、こうした取り組み

だとは、まったく思いませ
ていただきたいと思います。 業は、
「働く人たちが楽し

造園のことを発信していけ

っています。

私は、これからの造園企

ん。ただ、ちょっとだけ、

たらいいと思っています。

ンサム倶楽部が提供してい

ます。そして、同じように

ん目線が求められると思い

やってみたいことはどうで

一人で尾瀬に行ってきまし

含めて、
これからの夢とか、 然の代休で、
友達も誘えず、 す。

係しない資格、趣味なども

た。
九州に熊はいないので、 のない人は身近なものであ

やっと気づくことばかりで
る建物で行う催事を企画し

これからはお年寄り目線も

すか。

すっかりクマよけの鈴など

先週は群馬県におり、突

ていた際に、育休中にベビ

もっと大切になってくると

桑園 今、家庭菜園をやり

かせたらと思っています。

んだからといった視点を活

しろ、女性だから、お母さ

と競合するのではなく、む

つながるでしょう」と言わ

たら、お母さん方の集客に

も、ベビーマッサージをし

が、
「指定管理者の施設で

とばかり思っていたのです

ーマッサージの先生を招く

私は催事を行う際、ベビ

し、社長にその資格取得を

も楽しかったという話を

お話のように造園に直接関

ございました。高橋さんの

村岡 いいお話しを有難う

いいと思っています。

そういうものを活かせたら

なりました。同じものを見

とが、見えてくるようにも

であまり気にしなかったこ

かと気を遣ったり、それま

ある遊具にいくことはない

の影響などで、遠くの方に

する際に、今まで以上に風

した。高木に殺虫剤を散布

分と公園の見方が変わりま

私自身、母親になって随

ほか、島も好きなので、い

ダイビングもします。その

をしたり、海も好きなので

原田 山が好きなので登山

て野菜を作ってみたいので

わっていません。畑を借り

と、あまり収穫の喜びは味

見て食べる気をなくしたり

タスに付いたアブラムシを

リーの花を咲かせたり、レ

収穫時期を逃してブロッコ

て楽しんでいます。でも、

でちょっとした野菜を作っ

ン暮らしなので、ベランダ

たいのですが賃貸マンショ

とすらできません。教えて

ウハウは自分で気が付くこ

伝統や技術、庭づくりのノ

だ庭を見るだけでは造園の

すから、
一人前ではない分、 すが、
暫くは無理そうです。 ないことだらけなので、た

ても捉え方が違います。で

ろんな島に行ったりします。 貰ったり、勉強したりして

私は造園については知ら

気持ちはいつもあります。

なことを吸収したいと思う

ん。でも、もっといろいろ

一杯なのであまりありませ

り考えることは、現状で精

桑園 将来のことをじっく

も良かったです。

散策しました（笑）
。とて

んを歌いながら手を叩いて

も忘れていて、森のくまさ

の高さで切って欲しい」な

い」というのではなく「こ

「きれいに剪定して欲し

ています。

状況で、とても残念に思っ

な声が増えていると感じる

く聞かれます。最近その様

ら伐ってくれという声も多

ち葉が迷惑、枝が邪魔だか

ず、その身近な緑さえ、落

に緑が少ないにもかかわら

また、東京は、人の周り

ばと思っています。

ただくような活動もできれ

を一般の方々にも知ってい

す。上の人から学んだこと

は知る機会がないと思いま

りながら「造園のすごさ」

本当にその通りで、男性

れました。

促されたからです。

特に、公園などは、お母さ

一般の方も同じで、興味
ーマッサージをやっている

思います。

ケヤキ剪定作業のようす。シンボルツリーとして自然樹形を維持しながら、一回
り小さく剪定している。
サークルに行ったら、とて

りました。これは、グリー

ビーマッサージの資格を取

っています。私は今年、ベ

係のない資格も面白いと思

しますが、造園とは直接関

また、資格の話にも関係

っています。

と積極的に携われたらと思

「造園のすごさ」
広く一般の方々に発信しよう

（６）
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どという要望が多く、職人
の技術云々の話ではありま
せん。こういう仕事ばかり
になってしまうのでは技術
も活かせないですし、私達
が関わる意味がないのでは
と思ってしまいます。

せんが、もっと子どもたち

然に親しめる環境をつくっ

ないように子どもたちが自

うな気がします。そうなら

いになるのも無理はないよ

木山 女性が活躍する場が

か。

が、木山さんはいかがです

すます増えていきそうです

女性が活躍する場面がま

して１期が３年で３期目の

どもの国）の指定管理者と

立金山総合公園（ぐんまこ

れましたが、弊社も群馬県

を皆さんがおっしゃってく

井上 話そうと思ったこと

村岡 井上さんはいかがで

がみどりに触れ、そこで楽

たり、女性の柔らかさや柔

増えるのは嬉しいことで

７年目になります。４期目

公園なんだろうなと思って

ていると（笑）
、緑が身近

環境教育なども盛んに行

しいなと思える環境があっ

軟性を活かし、虫や木々に

す。同じように造園が活躍

を目指すにはいいものは続

ことを知らずにチャドクガ

いかがですか。
にあるという感覚はなく、

われていますが、もしも大

た方が私はいいと思ってい

も命があることを一般の人

する場も増えていって欲し

け、同時に新しいものをど

しまうこともあります
（笑）
。 すか。

原田 今日、福岡空港から
街路樹に生息する虫、公園

人がお膳立てをしたカリキ

ます。そういう体験があれ

たちに伝えるなど、私たち

いと思います。造園は、環

んどん取り入れ、変わって

の幼虫に刺されたら、虫嫌

来ました。空港内にバック
で咲く花や飛んでくる鳥の

ュラムだった場合、なかな

ば、花や緑、自然が嫌いに

にできることがあると思い

境を扱う業種なので、環境

仕事は楽しくするもの
や洋服のお店があったので
ことを気に掛けることもあ

か身に染みて実感すること

はならないのではと思いま

ます。

関わり方について、何か発

以前の課題として自然との

考え方の問題なので、技術

をされたりしますが、まっ

ムについても話し合いなど

方だと、市民の方のクレー

の必要性を理解されている

村岡 みどりが好きな人も

っています。

るのでやっていけたらと思

せっかく樹木に携わってい

お店の雰囲気や取り扱う

け入りづらさを感じました。

した男性ばかりで、少しだ

た子どもたちは自然に対し

そういう都市環境で育っ

都会が悪い訳でも、田舎

生きもののこと、みどり

が重視される中、そういう

いかなければならないと思

かなと思います。

すが、店員の方がビシッと
りません。

は難しいと思います。

す。

信してこのような状況を少

が良いという訳でもありま

都会で生きものの世界の

てどのような感覚を持つの

になったというお話のよう

増えていますが、
その反面、 ジャンルにもよると思うの

面緑化に力を入れておりま

に、見る目線を変化させ、

たく関心のない方だと、す

っと理解が得られるのでは

す。関東の方が進んでいる

前向きに捉える必要がある

しでも変えていかなければ

ないでしょうか。

と 思 い ま す が、大 阪 で も

のではないかと思っていま

っています。

そのためには、いろいろ

徐々に増えてきており、魅

す。

取り組みをもっと進めてい

な実体験を積み重ねなけれ

力的な分野だと思います。

先ほど、主婦になると一

のことを楽しく伝えていけ

ばならないと思います。形

環境をもっと上手にアピ

人前ではなくなるお話がで

ですが、店員の人が男性か

だけ取り繕ってもダメで、

ールすれば、興味を持って

ましたが、そうではなく、

みどりが嫌いな人も増えた

人として自分を磨いていく

くれる方も増えると思いま

逆に今までと違う考え・立

ぐに切ってくれとお電話を

ことも不可欠です。そして

す。壁面緑化についても、

場の仕事で「主婦でも一人

ならないと思っています。

何より、やっている本人が

ただ緑の植物があるという

前の仕事に値する」やり方

その時に、高橋さんの子

楽しくないと、楽しさは伝

のではなく、カラーリーフ

けたらと思っています。弊

わらないと思っています。

れば、造園業界や自然環境

一般的に女性の対応の方

先ほど、両極端になって

に変化させていく考え方

女性かで、入りやすさも違

いう人、一方、剪定すら許

が柔らかな印象を受けやす

きているというお話があり

今までと同じことをやっ

を使い、おしゃれなデザイ

というか、両極端になって

担当の方々に理解を求め
さないという人もいます。

いので、一般の方に何か伝

どのようにやるという話よ

ましたが、日常的に自然に

しゃいました。

工事現場のバリケードを

ていたのでは、変化の激し

なければならないと思いま

壁面緑化したこともありま

い時代についていけませ

そのような人としての魅

いただきますし、いつの間

ていくことも欠かせないこ
そういう極端な方々に理解

える時も、女性を窓口にす

また、難しいことではあ

り、まず金額です。でも、

接することなく育った人た

す。

すが、街の人たちから「こ

ん。そういう変化に対応で

が、これからは必要になっ

今現状では、何も発信でき

東京だけなのかもしれま
とですが、一人一人に言っ
を得るのは大変ですが、市

ると親しみやすいという利

りますが、そういう意見、

消費税を振り込んでくれ

ちに、自然のことを伝える

村岡 ひと昔前までは、公

れいいね」と言っていただ

きる組織が、これからの時

ンで施工すると、やってみ

どもを産んでから母親目線

せんが、美しい樹形は問題
ても改善は難しく、それだ
民にきちんとした情報を伝

点があるのかなと思いま

提案は、行政に対してだけ

ず、何度電話をしても、結

のはとても難しいと思いま

園の管理事務所というと堅

き、評判が良かったです。

代を生き残っていくのでし

力づくりは、会社や仕事の

社でも、ここ数年は特に壁

外で、落ち葉が迷惑・虫が
けではみどりは守れないの
える、理解して貰う活動は

す。そのような女性の印象

私自身、公園に隣接した

でなく、一般の人にも見え

局は逃げられてしまったり

物そうなおじさんが座って

下地のコケや潅水装置な

ょうし、男性も女性も関係

てくるのではないかと思い

について、一般の方からも

嫌いということのみで、樹
で、市町村、県、国などの
大切だと思います。大阪で

を活かして、できるだけ多

お宅から、公園の樹木の葉

る形で発信していけたら、

しています。
（笑）

私は、自然に恵まれた環

いたりしましたが、指定管

ど、まだ試行錯誤の部分は

なく、人として成長できる

たいと思う方が増えるので

きているような気がします。 ってくるんだなと思いまし

木が樹形も樹勢も関係なく
管理者
（トップ）
に対して、
はどうですか。

くの人に植物の素晴らしさ

が落ちてくるので切って欲

いいなと思います。

村岡 大阪らしいというの

境で育ちましたが、大学は

理者となった造園企業など

ありますが、もっと取り組

会社であれば、どの部署で

場面に期待するだけではな

にかぶつ切りになった木々

切られている現状は、深刻
理解を求めていく。１社だ

木山 大阪はお金にうるさ

などを分かって貰いたいと

しいと、面と向かって言わ

桑園 みどりに理解が得ら

でしょうか。いろいろ大変

神奈川県内でした。緑が少

も増え、窓口に女性の方が

んでいきたいです。

ます。

ていませんが、広く外へ発

な問題だと思います。
けでは難しいので、造園の

いですね（笑）
。
「１万円ま

考えています。

た。

原田 平成 年に樹木医の
団体として、そういう活動

ででやってね」とか、
「２

すぐに伐採して欲しいと

研修で全国のいろいろな人
を続けていくことが大切だ

万円の範囲で」とか、何を

れたこともあり、切なくな

れないことは、悲しいこと

ですね。

ない環境の中で毎日夜まで

いらっしゃるだけで、いい

はないでしょうか。

も見受けます。

とお話ししましたが、全国
と思います。

思います。

的にそういう傾向があるよ

りました。

だと思います。そういう社

なかなか夢の話にたどり

遊んでいるような生活をし

うで、皆さん悩んでいらっ

井上 群馬も同じです。役

会の風潮を変えて、自然と

着きませんが、原田さんは

す。

所の担当の方によって、随

の共存を提案することも、

く、自分で身に着けていか

信をしていけたらいいなと

社会全体・住民の方々の

優美 氏
井上

分と対応も違います。樹木
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日造協「造園フェスティバル2012」のスタッフで記念撮影（群馬県立金山総合公園）

どりに親しむきっかけにな
きだとおっしゃられ、積極

皆さん、造園の仕事が好

らかさや母親としての視

化も垣間見られ、女性の柔

す。

に、みどり好きは伝染する
それとみどり好きを育む

幅広いニーズへの対応に繋
り、みどり好きが伝染すれ

点、あるいはきめ細やかな

あっても、どんな仕事をし
という話がありましたが、
的に仕事や自分磨きをされ

がると思うのです。発想や
ためには、こういう風にし

てもきっと楽しく仕事がで
ばいいと思っています。

公園で寄せ植えをつくった

心遣い、さらに、仕事も生

考え方について私のイメー
ており、夢を語る立場の筈

きるはずで、そこで力を発
た方がいいと押し付けるの

り、公園で拾ったマツぼっ

先ほどの街路樹の話にも

ジですと、男性は遊び心や

活をエンジョイするという

揮できれば、当然会社も良
の自分が、逆に励まされま

くりなどを使ったクラフト

ではなく、自分がやってい

突飛な発想に長けていて、

このような発想がこれから

繋がりますが、枝葉を夏場

くなっていくと思います。
に強剪定された例が近所に

の時代に必要であることを

姿勢が、女性の持っている

をお家に持ち帰って貰う

とを、
「私もやってみたい」 もっと増やしていき、精一

と、
そのご家族だけでなく、 あります。
関心がないのか、 が 楽 し ん で や っ て い る こ

杯頑張っていきたいと思い

した。有難うございます。

女性は細かいところに気づ

こういうもんだとあきらめ
と広がっていくのが一番い

る ガ ー デ ニ ン グ や、自 分

そういう組織づくりが今
き、より現実的な気がしま
ご近所や知り合いの方に広
ているのか、このような状

素晴らしさの一つであり、

考えている「夢」ですね。
す。お互いに不足な点を補
がっていくこともありま

私も自分にできる仕事を

その土台作りをしていると
い、得意な面を活かせれば

ます。

今後は社会全体が、女性

ころで、社内だけでなく、
いと思っています。そうい

村岡 最後にせっかくです

だけでなく男性も含め、今

感じさせられました。

態に違和感を感じてもっと
う拠点づくりをしていきた

ので、今までのお話の率直

す。
みどりを大切にしたいとい
いと思っています。

新たな可能性が生れるので
みどりに触れ合う機会が
う人が増えて一緒に何か変

外部の方々へのアピールも

少ないというお話もありま

はないでしょうか。
それと夢の話の続きにも

す造園に変わってきた中

から、つくったものを活か

とても大切なことであり、

人、若い人を励ますことは

新しく業界に入ってきた

まで以上に人を大切にして

えられればいいなと思いま

で、今までは顔の見えない

日造協では、地域リーダー

な感想など、高梨さんいか

したが、そういうことがみ

不特定多数を対象としてき

ズとして、若手経営者の支

働ける環境づくりをしてい

る人たちの内定式を行いま

たと言えますが、ストック

援を始めたところですが、

がですか。

なりますが最近読んだ本

していかなければならない
と思っています。
村岡 今までお話を聞いて
いて、柔軟さとか元気があ

が分からないこともありま

したが、
「楽しむ事をやめ

の時代、指定管理者などは

かなければなりません。

すが、
そういうものを学び、 前例を作りなさいと励まさ

ない！」
「考える事をやめ

特に、
顔の見える特定の人、 これからはさらに広く若い

高梨 今までのつくる造園

村岡 もっといろいろとお

れたので、頑張ってこれた

ない！」
「挑戦する事をや

るのはもちろんですが、皆

男性もきっと仕事を楽し
話をお聞きしたいところで
積み重ねていくことで、そ

こともありますが、後に続

あるいはボランティアグル

さん仕事を楽しくしていら

んでいるのかもしれません
すが、最後に後輩や造園界
の積み重ね・経験が大きな

めない！」
「感謝する事を

人を大切にして働ける環境を

が、大変そうな顔をしてい
へのメッセージをいただけ

強みになると思っています。 く人たちの見本になれるか
また、この業界で仕事を

るのではないかと思います。

っしゃることが共通してい

る人が多いような気がしま
ますか。
原田 現実的に難しい部分

というと、そんな大層なこ

やめない！」という決意表

ープや自然保護団体の方々

り組みも考えていかなけれ

方々を応援できるような取

された先輩から、あなたが

す（笑）
。
周囲に楽しさが伝わって

にしつつ、頑張っていきた

ばならないと思っていま

ます。皆さんの今後のさら

いと思います。

などと一緒に仕事をしてい

いただきました。造園の将

なるご活躍を期待し、私も

明がありました。

す。

来は、私たち一人一人が作

新たな年の一日一日を大切

とは言えません。

く状況になってきました。

村岡 今日は拙い進行でし

っていくものだと思ってい

してみて、女性が少ないか

今までは、
「私たちはや

今回の座談会からは、こ

たが、私も励まされ、夢を

う文言や、広い造園の領域

もたくさんあると思います

ただ、自分は何を大事に

ります」だったので、とて

うした造園の仕事内容の変

報活動部会への叱咤激励で

を再認識しました。

くることもとても大切なこ

して何をやりたいのかをつ

もユニークでした。

残念です。

もあり、これを受け、より

ら逆に大切にされていると

きつめていけば、道は開け

若い人たち自身がスロー
「造園界の将来を自分た

座談会から汲み取れる今

が、私は造園を面白い仕事

むしろ、女性だけの職場

ると思っています。目的意

ガンを掲げ、一緒に取り組

ちで切り拓いていこう！」

とだと思います。

直接命を扱う仕事なの

より働きやすいと思います

識を持ってこれからも頑張

んでいくことが大切だと思

感じます。

んのお話もありましたが、
で、そういう気持ちを大事

ので、もっと女性に入って

っていきたいと思います。

だと思っています。

逆に私が今日乗った飛行機
にしていけば、考え方ひと

きて欲しいです。

能動的な活動の必要性を感

高橋 先ほど、男性店員さ

のアテンダントは、女性だ

つで何とかなると思ってい

後の造園界に欠かせないも

の中で再三“レジリエンス

之氏著の
「奇跡と希望の松」

当協会理事である涌井雅

けではなく男性もいらし

という進行役の村岡氏の一

拡大に向けた活動にのみ注 （自己復元能力）
”の話が出

我々は既存の造園領域の

っています。自分がやって

我々造園業界も、これか

じました。

点での事業量確保・拡大を

らの時代にマッチした型

のとしては、
「使用者・利

目指し、いわゆる「壁を壊

で、レジリエンス（自己復

言が、今回の新春座談会の

座談会を終えて

す事に時間を使わず、壁を

元能力）を発揮していきま

張っていけたらと思ってい

実際の座談会は本紙に掲

てきます。

経済状況から来る閉塞感

ドアに変える事」を考えな

しょう！

力することなく、新たな視

用者の立場に立った視点」

が強い時代ではあります

ければならないのではない

広報活動部会長 鈴木

と思います。

載を一部割愛しなければな

と、
「業界外の一般市民に

が、座談会を通じ、
「想い

でしょうか。

そういう仲間と一緒に頑

ます。

らないほどの充実した内容

対しての広報（ＰＲ）の必

は手法の上流にあり」とい

きたことは必ず自分に返っ

井上 最近、今春に入社す

桑園 私もこの造園の仕事

木山 今日こうして皆さん

であり、会員の皆様に全て

要性」が示され、これは広

活気ある状況を表している

高橋 今まで結婚して退職

皆さん一緒に頑張りまし

最近は、保育士さん看護

が好きです。命のある樹木

と知り合えたことが何より

をお伝えできないのが大変

誠司
嬉しいです。

てきます。

ます。

壁面緑化施工事例

て、若くて爽やかで、こう
いうのもいいなって思いま

師さんも男性が増え、今ま

を扱っているのでまったく

ょう。

で女性が多く見られた職場

同じことがなく、次々学ぶ

した（笑）
。

に男性の姿があることは、

んからの質問に対する答え

私はよい傾向だと思います。 ことが出てきます。お客さ
男性・女性の枠を超えて

沙季 氏
木山
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